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おたがいさまの地域づくり講演会

近江八幡市社会福祉協議会は、見守り支えあいネットワークを推進しています。 暮らしの中の困りごとを
一人で抱え込まない、身近な地域で問題に早期に気付いて深刻化することを防ぐ、一人の課題をみんなの
課題にして共有し、自分が困った時に助けてと言えるまちづくりを地域の皆さんと一緒に進めていきたいと
考えています。
なぜ見守り支えあいネットワークが必要なのか、自分に何ができそうか。その背景にある社会課題を地
域の皆さんとともに学び、地域の応援団になっていただきたいという思いを込めてご近所福祉クリエーター
酒井保さんにご講演いただきました。コロナ禍での会場内の密集を避けるため３会場に分散しオンライン
中継を織り交ぜながらの実施で開催し、合わせて１００名ほどの地域の皆さんがご参加くださいました。

岡山コミセンオンライン会場

総合福祉センター本会場

市社協安土事務所オンライン会場

新型コロナウイルス感染症の拡大は、特に高齢者の方々に心身や生活への大きな影響を及ぼしました。自粛生活で孤独にならないよう、
また体力が低下しないよう、無理のない範囲で、徐々に地域の皆様が交流できる場を再開していただければという思いを込めて関係機関
にご協力いただきDVDを作成しました。５月ごろに各自治会にお届けする予定です。自治会でご視聴いただくなどぜひご活用ください。

地域活動再開応援ＤＶＤ さあ動き出そう！
！

～新型コロナウイルス感染対策をしながらサロンや居場所づくりを再開するために～

Ｎｏ.1

新型コロナウイルス感染対策について

Ｎｏ.2

フレイル（虚弱）予防について

Ｎｏ.3

ふれあいサロン等地域活動の再開に向けての留意点

近江八幡市総合医療センター感染管理認定看護師より
近江八幡市長寿福祉課より

近江八幡市社会福祉協議会より

※このＤＶＤは、令和２年度近江八幡市地域力強化推進事業の委託を受けて作成しました。
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第３次地域福祉活動計画（令和４年度～８年度）策定にかかる
学区ごとの課題共有および解決に向けての目標づくりを始めています
地域福祉活動計画は、より効果的に地域福祉の推進を図るため、民間団体としての社会福祉協議会が中心とな
り、地域住民やボランティア、福祉施設などに参加を呼びかけてつくる、福祉のまちづくりの行動計画です。
近江八幡市社会福祉協議会では、令和4年度からの5か年計画である第3次地域福祉活動計画の策定に向けて、
各学区ごとに地域福祉課題の共有および解決に向けての取り組みの方向性を集約しています。
※学区の福祉計画がある場合は、計画を活用します。

内容 ・学区の地域福祉課題について
・解決に向けての取り組み目標および方向性について
以上を話し合い、方向性をまとめ、第3次地域福祉活動計画に
掲載するとともに、市域全体の計画に反映させていきます。

「学区域生活支援活動」の取り組み紹介

ちょっとした

地域の困りごとに寄り添う

現在、市内で３団体が学区域で生活支援の取り組みを行っています。
コロナ禍で生活の様子が大きく変わり、困りごとへの対応も工夫をして取り組んでおられます。
安土学区生活支援グループ「ともに」

生活支援グループさぽーとむさの輪
集団やグループ活動が自粛を余儀なく
される今だからこそ、隣近所や気になる
お家（人）に心を寄せ、ひと声かけてい
ただいたり、気づいたことをつないだり無
理のない範囲で活動の実施をお願いしま
す。日々の活動時に活用いただけたらと
消毒液を準備致しました。


サポートむさの輪

代表

くらし応援団「おたがいさん岡山」

一人ひとりのケースに納得するまで話し合

３月から生活支援活動を始めました。

いその方に合った支援を役員と一緒に考え

現在、通院送迎、木の伐採などの依頼に

ています。公的サービスの情報提供、申

対応中です。

請のお手伝いも一緒にしています。

今後も暮らしの中のちょっとした困りごとの

現在の活動状況は、

お手伝いやご相談に寄り添っていきます。

通院などの移動支援
12件
入浴時見守り支援7件、
草刈・庭木の枝切3件
です。

コロナ禍の活動は

役員会の決定に従い8月に消毒液を購入し、上
記お便りに添えて消毒液・配布用マグネットを
全サポーターにエリア長がお届けしました。

近江八幡市社協は多方面の
ボランティアを募集していま
す。興味関心ある方は下記
までお問い合わせください。
一緒に楽しみ見つけましょう
連絡先：地域福祉課

☎３１－２６７７

オンラインサポーター募集！
！
市社協が主催する事業の機材の配線・zoomなどの簡単な操作をお手伝いいただけるボランティ
アを募集しています。

「よかっとたいむ」
サポータ募集！
！
障がい者余暇支援事業「よかっと たいむ」は年に数回、障がいのある方が集まり軽スポーツや
レクリエーション、農業体験などをして休日の時間を楽しく過ごしています。そんな活動を一緒
にしてくださる方を募集しています。

ふくしのお困りごとは
市社協まで！ 0748-32-1781 2
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～令和３年度 近江八幡市社会福祉協議会 事業計画・予算～

無関心をなくし、だれ一人見逃さない、響きあえる地域へ
排除と孤立をほっとかない思いやりの育つまちづく
•地
 域における支えあいの見える化をすすめ、支えあいの意識を高めます。
•地
 域共生社会の実現に向けて、支えあう福祉の心を育んでいくために、福祉教育推進のあり方を協議しなが
ら福祉教育を推進します。
•オ
 ンラインなど新たな手法を活用した活動や社会参加のきっかけとなる学びの場づくりを行います。
【地域共生型福祉教育推進モデル校指定、オンラインを活用したボランティア講座の開催など】

共感し、共有しあえる居場所づくり
•身
 近な顔の見える範囲における地域の居場所づくりの推進および、みんなが福祉活動に参加する地域づくりを
推進します。
【学区域のくらしづらさを抱えた人同士の居場所づくりの推進など】

見守りと支えあいのつながりのあるまちづくり～自分のまちを信じて「助けて」と言える地域～
•身
 近な地域において、困った時にお互いに支えあいのできる関係づくりをすすめます。
•困
 りごとを地域で受け止め、必要な支援につながるようサポートできる重層的支援体制整備移行事業に取り組
みます。
•学
 区
（地区）
社協と連携し、災害時にも活きる日頃の地域福祉活動の推進を図ります。
【見守り支えあい活動の推進、学区域助けあいサポートセンターの推進、学区（地区）社協活動の推進、地域福
祉リーダー養成研修、災害ボランティアセンター体制づくり】

市社会福祉協議会の基盤強化
• 困りごとがあれば社協に相談していただける、身近な相談窓口の充実を図ります。
•く
 らしづらさを抱える人（生活困窮者等）に寄り添い、必要な支援ができるよう取り組みます。
•無
 関心をなくし支えあえる地域づくりに向けての地域福祉計画（行政計画）と連携し、地域福祉活動計画を策
定します。
【心配ごと相談、生活困窮世帯食糧支援、就労準備支援事業、地域相談力はぐくみ事業、
第３次地域福祉活動計画策定】

市・県社協等からの
補助金・受託金
72,993千円

介護サービ事業収入
153,993千円

法人運営事業
23,895千円

総合福祉センター
管理事業
4,770千円

その他の支出
4,670千円

令和３年度

介護保険
サービス事業
154,426千円

生活支援活動事業
（相談援助）
17,747千円

収入

予算

寄付金収入
1,000千円

市民のみな
さんからの
会費収入
7,952千円

3

その他の収入
2,351千円

地域福祉の推進
28,833千円

障害福祉サービス等事業収入
20,841千円

収入合計

ふくしのお困りごとは
市社協まで！ 0748-32-1781

259,130千円

支出

会費や補助金
を財源とした
助成事業等
5,233千円
障害福祉
サービス事業
19,556千円

支出合計

259,130千円

令和3年5月1日発行

見守り支えあいの体制づくりやボランティア活動の活性化などにご活用ください。

お知らせ

共同募金見守り支えあい活動助成

共同募金広域居場所づくり助成

自治会単位の見守り支えあい体制づく
りに、３年間を上限に助成。 見守り情
報共有のための会議の開催が必須。
○助成額：上限２万円 （３年間継続）

共同募金ボランティアグループ助成

共同募金子ども食堂活動助成

少なくとも学区域でワンコインカフェ
などに取り組む、団体への助成。
○助成額：上限３万円

ボランティアにより子ども食堂に取り組
む、団体への助成。
○助成額：上限：５万円

受付・問い合わせ先
近江八幡市社会福祉協議会
地域福祉課
（総合福祉センターひまわり館内）

共同募金当事者団体支援活動助成

市内で活動されるボランティアグループ
市内で福祉向上のために活動する
（市社協ボランティアセンター登録団体） 当事者を中心とする団体への助成。
○助成額：上限３万円
への活動助成。
○助成額：上限３万円

滋賀県レイカディア大学 第４３期学生募集
シニアの皆さん、仲間をつくって健康寿命を延ばしましょう！
シニア世代の学生さん募集のお知らせです

募集期間：令和３年６月１日（火）～８月10日(火)
入学対象：県内に居住し、今年10月1日現在において60歳以上の方
お問い合わせ：☎077-567-3901(滋賀県レイカディア大学)

心配ごと相談所
2021年5月
月

火

場所：総合福祉センターひまわり館（土田町1313番地）
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善意

社協地域福祉課３１－２６７７

どこに相談すれば良いのか…。そんな時は、近江八幡市社協へお気軽にご相談ください。
社会福祉協議会では、平日の偶数日 に心配ごと相談を行っています。予約不要。

日時：平日の偶数日 13時～16時
日

地域福祉活動啓発 リポーター
愛称：
「ひまわりリポーター」を募集します！
市民目線で見守りや居場所づくり、地域で
の支えあい活動を取材し、その情報を広報
紙などの広報媒体にご紹介いただきます。
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ありがとうございました
令和3年2月16日～令和3年4月15日

地域福祉等のため、次のとおりご寄付をいただきました。助けあいや地域福祉活動等の支援に大切に活用させ
ていただきます。皆さまのご厚意に厚くお礼申し上げます。
（敬称略・順不同）
預託

寄付金
⃝西本郷町旧６区自治会�� １１４，
８２１円
⃝匿名����������������������������������１０，
０００円
⃝匿名����������������������������������２０，
０００円
⃝順應寺手づくりサロン�����１０，
０００円
⃝武佐学区人権尊重のまちづくり推進協議会
�������������������������������������������� ４，
９３２円
⃝近江八幡市シルバー人材センター親睦会
������������������������������������������３４，
３８３円
⃝近江八幡市シルバー人材センター親睦会幹事一同
������������������������������������������������ ３７０円
⃝パソコンを通じ社会に役立つ会
������������������������������������������１０，
０００円

寄付物品

⃝匿名������������������������������ 介護用品５個
⃝岡田和久�������������������������� 玄米3０㎏
⃝匿名��������������������������������������食品５個
⃝匿名��������������� 白米９５㎏、食品１２個
⃝YORISOI net  work���白大豆5㎏
⃝匿名��������������������������������������食材１個
⃝匿名��������������� 白米４０㎏、食品３０個
⃝秋田誠������������������������������������������������
���������������尿漏れパット３９枚入×２９袋
紙おむつ２０枚入×１９袋
⃝匿名������������������������������ 衛生用品２個
⃝匿名������������������������������ 介護用品３個
⃝大中井上ファーム�������キャベツ６０個
⃝フードバンクびわ湖���������������������������
菓子3352個、非常食96食、食品535個

払出

払出物品
⃝生活困窮者����������������������������������������
�������������������� 米等7件、生活用品５件
⃝介護事業所����������������������������������������
������������������������� おむつ・パット各３袋
⃝子ども食堂������������������������ 食品10件
⃝ボランティア団体等�������������食品9件
⃝グループホーム�������������������食材４件
⃝社協事業������������������������������食品１件
⃝市社協ボランティアセンター
運営事業��������������������������４２，
０００円

この広報紙は会費と共同募金の助成金で
つくられています
●インキ：環境配慮型インキ
（植物油インキ or ノンVOCインキ）
●印刷：有害な廃液を排出しない水なし印刷

ふくしのお困りごとは
市社協まで！ 0748-32-1781 4

